
順位 チーム名
カオカマチ

十日町（12）
　1.18.20 　20.42 7 　31.14 5 　48.17 1 　57.39 1 　1.18.20 1

　20.42 7 　10.32 2 　17.03 1 　9.22 1 　20.41 6
ナガオカアールシー

長岡ＲＣ（11）
　1.19.08 　19.49 3 　30.07 1 　49.00 4 　59.02 2 　1.19.08 2

　19.49 3 　10.18 1 　18.53 10 　10.02 2 　20.06 3
オヂヤプロジェクトエックス

小千谷プロジェクトＸ（13）

　1.19.27 　20.04 5 　31.15 6 　48.44 2 　59.03 3 　1.19.27 3
　20.04 5 　11.11 9 　17.29 2 　10.19 5 　20.24 4

ジョウエツシエー

上越市Ａ（18）
　1.20.02 　20.09 6 　31.26 7 　50.34 9 　1.00.44 6 　1.20.02 4

　20.09 6 　11.17 12 　19.08 12 　10.10 4 　19.18 2
ニイガタアキバ

新潟秋葉（2）
　1.20.39 　21.02 10 　32.14 10 　50.25 8 　1.01.24 11 　1.20.39 5

　21.02 10 　11.12 10 　18.11 3 　10.59 16 　19.15 1
カシワザキシエー

柏崎市Ａ（16）
　1.21.14 　19.59 4 　31.08 4 　49.37 5 　1.00.08 5 　1.21.14 6

　19.59 4 　11.09 8 　18.29 5 　10.31 9 　21.06 10
オヂヤプロジェクトエックス

小千谷プロジェクトＸ－Ａ（14）

　1.21.39 　20.46 8 　31.52 8 　50.15 7 　1.01.01 8 　1.21.39 7
　20.46 8 　11.06 6 　18.23 4 　10.46 13 　20.38 5

シバタシ

新発田市（5）
　1.21.45 　19.47 2 　30.31 3 　50.08 6 　1.00.45 7 　1.21.45 8

　19.47 2 　10.44 3 　19.37 15 　10.37 10 　21.00 8
ニイガタチュウオウ

新潟中央（1）
　1.21.56 　21.04 11 　32.06 9 　50.45 10 　1.01.09 9 　1.21.56 9

　21.04 11 　11.02 4 　18.39 7 　10.24 7 　20.47 7
ナガオカエーシー

長岡ＡＣ（10）
　1.22.53 　21.21 12 　32.29 11 　51.19 11 　1.01.21 10 　1.22.53 10

　21.21 12 　11.08 7 　18.50 9 　10.02 2 　21.32 11
ゴセン

五泉（4）
　1.23.15 　19.18 1 　30.21 2 　48.56 3 　59.26 4 　1.23.15 11

　19.18 1 　11.03 5 　18.35 6 　10.30 8 　23.49 17
ジョウエツシビー

上越市Ｂ（19）
　1.25.40 　22.46 17 　34.59 16 　53.48 15 　1.04.35 15 　1.25.40 12

　22.46 17 　12.13 16 　18.49 8 　10.47 14 　21.05 9
ウオヌマ

魚沼（15）
　1.26.34 　21.54 15 　33.47 15 　52.44 12 　1.04.10 14 　1.26.34 13

　21.54 15 　11.53 15 　18.57 11 　11.26 17 　22.24 13
ニシカン

西蒲（8）
　1.27.07 　21.31 13 　32.44 12 　52.51 13 　1.03.38 13 　1.27.07 14

　21.31 13 　11.13 11 　20.07 16 　10.47 14 　23.29 16
ツバメシ

燕市（7）
　1.27.10 　20.52 9 　33.36 13 　54.12 16 　1.04.54 16 　1.27.10 15

　20.52 9 　12.44 18 　20.36 17 　10.42 12 　22.16 12
ミナミウオヌマ・ユザワ

南魚沼・湯沢（20）

　1.29.37 　24.29 18 　35.55 18 　55.04 17 　1.05.26 17 　1.29.37 16
　24.29 18 　11.26 13 　19.09 13 　10.22 6 　24.11 18

サンジョウレディス

三条レディス（9）

　1.31.06 　21.47 14 　35.04 17 　55.46 18 　1.08.01 18 　1.31.06 17
　21.47 14 　13.17 19 　20.42 18 　12.15 19 　23.05 14

アガノシ

阿賀野市（21）
　1.35.19 　24.43 19 　37.13 19 　59.56 19 　1.12.09 19 　1.35.19 18

　24.43 19 　12.30 17 　22.43 19 　12.13 18 　23.10 15
カシワザキシビー

柏崎市Ｂ（17）
　22.13 16 　33.39 14 　52.56 14 　1.03.35 12
　22.13 16 　11.26 13 　19.17 14 　10.39 11 DSQ

タイナイシ

胎内市（3）

1
蕪木　小夏 (2) 村山　愛美沙 (3) 中島　ひな子 (3) 福原　陽 (3) 平賀　さつき (2)

1区(5.52km) 2区(2.82km) 3区(4.73km) 4区(2.82km) 5区(5.21km)
カブラキ　コナツ ムラヤマ　アミサ ナカジマ　ヒナコ フクハラ　ハル ヒラガ　サツキ

ヤマギシ　ミナミ ヨシハラ　サオリ カキクラ　カオン フルカワ　サコ イシザカ　ハルカ

2
山岸　みなみ (3) 吉原　颯織 (3) 柿倉　花音 (1) 古川　さこ (3)

3
羽鳥　さくら (2) 和田　鈴帆 (3) 小林　日香莉 (3) 上村　幸来 (3) 吉田　萌恵 (1)

石坂　遥花 (1)

ハトリ　サクラ ワダ　スズホ コバヤシ　ヒカリ カミムラ　ココ ヨシダ　モエ

シミズ　アヤナ ヤジマ　ミオ ハセガワ　マミ ヂワリ　モモコ アライ　サキ

4
清水　彩愛 (1) 矢島　美緒 (2) 長谷川　茉海 (1) 地割　萌々子 (3)

5
谷黒　栞菜 (2) 佐藤　菜々香 (1) 石倉　心結 (2) 川崎　悠月 (1) 五十嵐　望来 (2)

新井　咲希 (1)

タニグロ　カンナ サトウ　ナナカ イシクラ　ミユウ カワサキ　アヤネ イカラシ　ミク

ホンマ　アヤカ ムラマツ　ハク オカダ　カレン アマノ　コトミ ホンマ　モモカ

6
本間　彩花 (1) 村松　華來 (3) 岡田　果瑚 (3) 天野　琴美 (3)

7
田中　雪菜 (1) 小川　麻姫 (3) 渡辺　琴葉 (2) 込田　美月 (3) 井上　美那海 (1)

本間　桃和 (2)

タナカ　ユキナ オガワ　マキ ワタナベ　コトハ コミタ　ミツキ イノウエ　ミナミ

アライ　ユキエ イジロ　ヒナタ イシザワ　サラ イトウ　カズネ ハセガワ　トキワ

8
荒井　雪絵 (3) 居城　日向 (3) 石澤　幸来 (1) 伊藤　和音 (3)

9
野田　春花 (3) 寺木　みのり (2) 佐藤　愛華 (3) 安達　梨絢 (2) 大蔵　美月 (1)

長谷川　ときわ (3)

ノダ　ハルカ テラキ　ミノリ サトウ　アイカ アダチ　レイア オオクラ　ミヅキ

コミヤマ　マナ ワダ　ユズキ オトカワ　サクラ コンドウ　ユイ キムラ　チアキ

10
小宮山　真那 (1) 和田　柚希 (2) 乙川　さくら (1) 近藤　結衣 (2)

11
伊藤　柚葉 (3) 伊藤　未桜 (1) 黒谷　望美 (2) 明間　遥菜 (2) 小泉　綾乃 (2)

木村　千晶 (2)

イトウ　ユズハ イトウ　ミオ クロタニ　ノゾミ アケマ　ハルナ コイズミ　アヤノ

ミズグチ　マリナ マジマ　ナノハ フルカワ　アイナ ヨシミズ　ユリカ イワサキ　ナナコ

12
水口　真梨奈 (2) 間嶋　菜花 (2) 古川　愛奈 (1) 吉水　ゆりか (3)

13
星野　美咲 (1) 佐藤　日向子 (1) 磯部　あまめ (2) 秋元　美愛 (3) 鈴木　沙也加 (2)

岩﨑　菜々子 (2)

ホシノ　ミサキ サトウ　ヒナコ イソベ　アマメ アキモト　ミイナ スズキ　サヤカ

モロハシ　アコ ハシモト　ワカナ マエヤマ　シエリ ヒグチ　ナオ フジワラ　ユリア

14
諸橋　愛子 (2) 橋本　和叶 (1) 前山　珠璃 (2) 樋口　直央 (2)

15
門谷　羽菜 (1) 服部　杏湖 (1) 錦澤　彩奈 (1) 小川　璃音 (2) 柴山　凛奈 (2)

藤原　由理亜 (1)

モンヤ　ハナ ハットリ　アコ ニシキザワ　アヤナ オガワ　リオン シバヤマ　リンナ

サトウ　ミク ニシカタ　アイリ ワタナベ　アンナ ヒラガ　コハル タムラ　シオリ

16
佐藤　未来 西方　娃里 (2) 渡邉　杏菜 (1) 平賀　こはる (2)

17
佐藤　みなみ (2) 堀　琴音 (1) 小柳　夏澄 (1) 橋本　果歩 (1) 桒原　萌 (1)

田村　汐里

サトウ　ミナミ ホリ　コトネ オヤナギ　カスミ ハシモト　カホ クワバラ　モエ

ハタヤマ　マリ イトウ　ミクル アサミ　カズミ ハタノ　サオ ワダ　マイ

18
畑山　万里 伊藤　未來 (2) 浅見　和美 波多野　紗央 (3)

DSQ
野口　沙綾 (1) 小黒　陽菜 (3) 竹田　依央奈 (2) 川野　歩莉 (2) 種岡　萌愛 (2)

和田　真衣 (1)

ノグチ　サアヤ オグロ　ヒナ タケダ　イオナ カワノ　アユリ タネオカ　モエ

中川　陽華 (1)

マーガレット　アキドル ヤマガ　モモカ カネコ　ココ スズキ　ユイナ ナカガワ　ハルカ

DNS

マーガレット　アキドル (2) 山賀　桃果 (1) 金子　紅香 (3) 鈴木　結菜 (3)


